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東南アジアの子供の栄養不良を妊婦への食育で解決する 

 

齊藤かな， 堀井果乃歩， 塚本路深,  成田結衣,  ブース梨杏 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 グループ 10 

 

現在東南アジアの中所得国では、子供の低栄養と栄養過多の二重負荷が深刻化している。本研究ではその解決策

として、妊婦への食育に注目した。子供の栄養摂取を左右する大人の中で、子どもに最も身近な存在である妊婦

が、健康な食生活を送るための知識を身に付け、そして、体質や食習慣の改善を実行していくことを推奨する。

私たちは、食育の発信者と妊婦をつなぐ手段として、前出の対象国において現在普及率の高まっている「母子健

康手帳」に着目し、その有効利用を検討した。本校保護者へ実施したアンケートの結果や日本の優れた食育を参

考に、これらの国の文化に適し、且つ経済状況や発展具合を検討した上での新しい食育の在り方を提案する。 
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Ⅰ 問題 

 WHO（世界保健機関）と UNICEF（国連児童基金）

および ASEAN の共同報告書によると、東南アジア

のタイ、フィリピン、インドネシアでは、低栄養

と栄養過多の子供が同時に存在する栄養不良の二

重負荷が深刻な問題となっている。つまり、過体

重(※１)の子供たちがいる一方で、発育阻害(※

２)や消耗症(※３)に苦しむ子供たちもいるとい

う状況だ。 

UNICEF 世界子供白書 2017 によると、インドネ

シアでは 12％の子供たちが過体重で、12％の子供

たちが消耗症と両者の割合は同じである。また、

タイでは子供の過体重と消耗症の割合はともに増

加している。さらに、ASEAN 全体で 1,700 万人い

る発育阻害の子供のうち、4 分の 3 近くにあたる

1,200 万人がインドネシアとフィリピンに暮らす

子供たちである。子供の栄養不良は、幼少期への

悪影響だけでなく、将来的にも糖尿病や心管疾患

などの食生活に関連する病気のリスクを高める。 

このように東南アジアの多くの国では、経済発

展を遂げ、多くの子供たちが貧困から救われた一

方、それまで高所得国の問題と考えられてきた栄

養問題が増加している。 

 

 

※１過体重： 年齢相応の身長を持つ基準集団の体重の中央値 

からの標準偏差がプラス 2以上 

※２発育阻害：年齢相応の身長を持つ基準集団の身長の中央値 

からの標準偏差がマイナス 2未満 

※３消耗症： 年齢相応の身長を持つ基準集団の体重の中央値 

からの標準偏差がマイナス 3未満 

※４低体重： 年齢相応の体重の中央値からの標準偏差がマイ 

ナス 2未満 

（WHO Child Growth Standardsによる） 

 

Ⅱ 問題の背景 

私たちは、こうした東南アジア諸国の二重負荷

には大きく分けて２つ原因があると考えた。 

１つ目は栄養価の偏った食文化である。先ほど

あげたタイ、フィリピン、インドネシアなどの東

南アジアの国々では１年を通して気温が高いため、

食べ物が腐るのを防ぐために揚げ物中心の食文化

である。また、近年の経済発展とともに食の選択

肢が増えたことで普及してきたファストフードや

お菓子などは安価で手に入りやすいため、多くの

子供たちがよく口にする食べ物となっている。女

性の労働参加も増え、両親が共働きであれば、ま

すますそういった食品や加工食品に頼ってしまう

と考えられる。 

２つ目は、母乳育児が普及していないことだ。
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インドネシア、フィリピン、タイは日本に比べて

母乳育児の普及率が低いということである。（図１）

特にタイの母乳育児の普及率は日本の半分以下で

ある。母乳は乳幼児にとって最適な栄養摂取方法

であり、粉ミルクよりもはるかに高い栄養を含ん

でいる。さらに、母乳育児を行うことで乳幼児の

病気やアレルギーを防ぐことができるという利点

もある。最適な母乳育児に関する支援はあらゆる

栄養不良に対応し、子供たちを栄養不良から守る

とともに過体重を予防するための非常に貴重な取

り組みである。 

このように幼少期からの食文化に関する問題点

が二重負荷の背景にあるといえる。 

 

 

図１ 完全母乳育児率（６か月未満） 

 

Ⅲ 研究仮説 

そこで本グループでは、地域や県ごとに妊婦に

食育を行うことで、この栄養不良の二重負荷を改

善できるのではないかと考えた。子どもに最も身

近な存在である妊婦に着目することが、母乳育児

を普及させること、栄養価の高い食への転換のた

めに重要だと考えた。そして、その食育の軸を地

域や県が担うことで、食育をより確実で効果的な

ものにできると考える。 

 

Ⅳ 調査 

調査１．妊婦の栄養と子供の関係 

 妊娠中に母親が摂った栄養は、胎盤を通して胎

児へと送られる。炭水化物は細胞分裂を起こすと

きの熱源になり、蛋白質は細胞の材料そのもので

ある。つまり、母親が栄養不足に陥ると、お腹の

胎児の栄養状態に大きく影響する。具体的には、

細胞の代謝の速度が落ち、細胞の数自体が減る。

こうなってしまうと、出産後にしっかり栄養を与

えても、手遅れになってしまう。 

また、低出生体重児（出生時の体重が 2,500g

未満）で生まれた子供は高血圧、冠動脈疾患、Ⅱ

型糖尿病、脳梗塞、脂質代謝異常、神経発達異常

などの様々な病気になるリスクが高いことが分か

っている。   

➀ DOHaD 説（生活習慣病胎児期発症起源説） 

英国の疫学者バーカー博士は、栄養不良の状態

で生まれた子供は生き残ったとしてもその影響を

一生負い続け、最終的には心疾患につながる可能

性が高いのではないかと考えた。そして、1901 年

～1910 年の乳幼児死亡率と、1968 年～1978 年の

男性虚血性心疾患死亡率について、イギリスのハ

ートフォードシャー地域で検討した。結果、出生

体重が小さくなるにしたがって死亡率が高まり、

逆に大きくなると死亡のリスクは低くなるという

ことがわかった。 

このように、出生体重は将来の健康や生活習慣

病のリスクと密接な関係があることが分かった。

胎児期に十分な栄養が与えられてないと、遺伝子

は栄養を体内で維持しようとする倹約型になり、

出生後に肥満になりやすいと言われている。 

② 最初の 1,000日間の大切さ 

 子どもは命を宿してから最初の 1,000 日間＝２

歳までの間に十分な栄養が摂取できないと、健康

や脳の発達に影響を受け、一生取り返しのつかな

いダメージを受けることがある。また、健康な子

どもに比べて病気による死のリスクも高まると言

われている。 

調査２．妊婦への食育 

(1) 対象国（タイ・インドネシア・フィリピン）

における食育の現状 

 実際に自治体などの食育の発信者と妊婦とを繋 

ぐものがあるのかという現状を調査してみた。 

タイでは、日本を参考に 1980 年代に既に母子健

康手帳が独自に開発されている。これは医療機関

を変更する時も利用可能であり、保健医療サービ

ス提供者と利用者のコミュニケーションの１つと

して普及しつつある。 

インドネシアにおいては、JICAや UNICEF、大阪
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大学などの協力のもと、1993 年に初めての母子健

康手帳が開発，翌年に施行された。その後、徐々

に導入される州を拡大しながら、2004年には母子

健康手帳の利用を保証する大臣令が発令され、現

在は国内 33 の全ての州で使われている。 

両国においてこうした母子健康手帳は、妊婦（母

親）と医師を始めとする医療従事者を繋ぐだけで

なく、日本のように母子保健教育の教材としての

機能も持っている。特徴的なのは、多数の低学歴

層に対応するため、分かりやすい絵やカラー漫画

の多用や父親にも支援を呼びかけるような工夫が

施されている点だ。なお、フィリピンにおいても

現在導入が検討中である。 

また、直接的な食育の場としては、UNICEFがイ 

ンドネシアで栄養に関するカウンセリングを行う

など、世界的な援助が徐々に広がっている。 

(2) 本校保護者へのアンケートと日本の食育 

 そこで私たちは、世界的にも優れた日本の食育 

の中で、母子健康手帳がどのような役目を担って 

いるのか関心をもった。そこで、秋田南高校２年 

生の保護者 229名を対象にアンケートを実施した。 

調査の結果、106名から以下の回答を得た。 

アンケートの結果（図２）より、「母子健康手帳」 

は、母体の体重、胎児の成長の様子、健康診断を

始め、胎児や自身の様子を書き込み、記録するた

めに日常的に利用されることが分かった。同時に、

手帳を通して多くの必要な知識を妊娠期から得る

など、日々の食事・健康管理を行うために、不可

欠なものとして機能していた。 

 
    図２ 母子健康手帳における利用の分布 

日本においてこの母子健康手帳は、義務とはさ

れず、あくまで推奨という形であるものの、数十

年もの間ほぼ全ての妊婦の健康維持の主な手段と

して役立っている。 

更に日本では、栄養に関するカウンセリング、 

講習会なども多く実施され、参加者も多いという

状況もある。 

 

Ⅴ 仮説の検証 

調査１の結果から、妊婦を対象に栄養に関する

正しい知識を与え、食育の普及を図ることは、子

供（胎児）の栄養不良とそこから生じる様々な病

気のリスクを減らすために大いに有効であるとい

える。 

また、調査２の対象国において母子手帳が普及

しつつあり、妊婦も健康管理や正しい食育に関心

が高まってきているという現状は、食育を実践す

る手助けになると考えた。この流れに妊婦だけで

なく、医療機関や周りの大人を巻き込んでいくこ

とができれば、より多くの人たちが正しい情報を

共有しうると考える。 

よって妊婦から食育を始めることで、栄養不良

の二重課題を改善できると考えられる。 

 

Ⅵ 課題 

 しかし、ここで課題となるのは、母子健康手帳

や世界的な組織や団体の援助による食育を受けら

れる妊婦の数は限られてしまうということだ。特

に、島の多いフィリピンや病院を利用する頻度の

所得層差を考えると、病院などの医療施設や公共

施設においての食育は偏ったものになってしまう

と考えられる。 

 

Ⅶ 解決策 

そこで私たちが提案するのは、食育のツールと

して母子手帳アプリを利用することだ。具体的に

は、国によって状況は異なるため、それぞれに順

応させた国別の母子手帳アプリを使うことを提案

する。アプリを用いることで親と子の体重管理を

自動グラフ化できる。更に、妊娠期と出産後の母

乳育児の知識、妊娠期別に必要な栄養を含んだレ

シピや情報の定期配信、他にもアプリを使用して
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いるママ友や育児経験者同士のコミュニケーショ

ンをアプリのコンテンツとして導入すれば、妊婦

への効率的で確実な食育が可能となると考える。 

図３に示したグラフを見てみると、先ほど挙げ

たタイ、インドネシア、フィリピンの３つのいず

れの国でもスマートフォン所有率が近年高まって

きていることが分かる。加えて、図４のスマート

フォン所有率を年齢別に比べると、私たちが対象

とする妊婦に近い若い年齢層である 15 歳～34 歳

の範囲内では、８割を超える人々がスマートフォ

ンを所持していることが分かる。 

  

 
図３ スマートフォン所有率(2016年・2012年) 

 

 

図４ 年齢層別スマートフォン所有率（2016 年） 

 

よって、以上の条件のもと、アプリを用いた食

育をこれらの３つの国で実施することは、十分可

能であると考える。 

Ⅷ アプリの実用例  

秋田県では、2018年４月に南秋田郡八郎潟町に

て、(株)エムティーアイによって企画、開発され

た母子手帳アプリ『母子モ』が ICTを活用した新

たな子育て支援策として、県内で初めて導入され

た。このアプリでは、妊産婦と子供の健康データ

の記録・管理や予防接種のスケジュール管理など、

育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便

利な機能が充実している。私たちが八郎潟保健所

に電話で問い合わせたところ、外部から講師を呼

んで妊婦を対象とした会を設け、その情報の発信

も行っているということだった。 

この『母子モ』の運用は育児経験者を中心に行

われているが、こうしたアプリを地域や自治体と

いう範囲で利用することが出来れば、一人一人の

データの管理も可能となり、長期的な問題解決に

もつながるのではないかと考える。 

 

Ⅸ アプリの海外適用の考察 

 ここで問題となるのが、母子手帳アプリの普及

についてである。私たちは、日本でもいまだ普及

段階である母子手帳が、東南アジアの３国で浸透

する見込みがあるのだろうかという疑問を持った。

母子手帳アプリ『母子モ』を運営している(株)エ

ムティーアイが調査を行った結果が、次のグラフ

に表されている。（図５） 

  

 

図５ 自治体に母子手帳アプリを導入してほしいか 

日本全国で母子手帳アプリを導入している自治

体はまだ 160か所ほどにも関わらず、「自治体でア

プリを導入していれば利用したい」と答えた人は、

67.3％とかなり高い結果であった。また、利用し

ていない人に「なぜ利用しないのか」と調査した
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結果、「存在を知らなかったから」と答えた人が９

割を占めており、認知度の低さがうかがえる。 

 これらの結果から母子手帳アプリの導入自治体

をもっと増やし、認知度向上の工夫を行うことで

アプリの普及が図れると考える。東南アジアでも

母子手帳、食育への関心が高まっていることから、

それらの国々でアプリが普及する可能性は十分あ

り得る。 

 ここで母子手帳アプリを広めていく方法をいく

つか提案する。１つ目は従来の紙の母子手帳と一

緒にアプリを進めてもらうことだ。アプリは母子

手帳と併用して使うことでどちらのメリットも吸

収でき、また、ほとんどの妊婦は母子手帳を受け

取ると思うので、母子手帳の交付とともに行えば

確実だと思う。 

２つ目は、産婦人科の医師や看護師にアプリを

推奨してもらうことだ。医師が推奨すると妊婦の

アプリに対する安心感や信頼度も高まる。３つ目

は病院の待合室にパンフレットを置いてもらうこ

とだ。病院では待合室にいる時間が長いのでパン

フレットに目がいきやすくなる。他にも SNSや広

告、テレビコマーシャルなどを用いて宣伝を行え

ば認知度が上がり、妊婦への食育が可能になると

考える。 

 

Ⅹ 結論と考察 

妊婦への食育は子供の体質や食習慣を形作ると

いう点で重要であり、充実させるべきものである。

本研究では、妊婦自身が出産前に栄養不良の状態

に陥らないこと、そして出産後も正しい栄養と健

康に関する知識をもちつつ育児を行うことで、現

在東南アジアの中所得国で問題となっている子供

の両極端な栄養不良問題の改善を目指した。まず

は食育で得たものを生活に取り入れることが可能

な所得層を対象とし、長期的には徐々に東南アジ

ア全体への食育の拡大にも繋げていきたい。 

また、それぞれの国では食材や料理、生活習慣

が異なるため、アプリを用いるのか、病院などの

公的機関と連携するのか、地域や国の状況に合わ

せて食育のかたちを検討していく必要があると考

える。私たちは、ここに子供の両極端な栄養不良

の改善策として、妊婦への食育を提案する。 
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